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2.1 ロシア極東地域における現況調査 

 ロシア極東の食料品市場は、長年、自給率が低く、市場で

は輸入加工品やロシア西部から調達された加工品、中国・中

央アジアから輸入された青果等が大きな比重を占めている。

域外から搬入される製品には輸送コストが加算されるため、

極東の食料品物価はロシア西部の大都会と同等あるいはそ

れを上回る水準となっている。物価は高いが、資源マネーに

よる富裕層が一定数おり、また、遠隔地手当により給与水準

が全国平均より高いのが極東の特徴と言える。また、極東の

消費者は、旅行、出張、買い出しツアー等で隣国を訪問する

機会が多いため、中国、韓国、日本等の食品に関する知識を持っており、日本製品のプロモーシ

ョンを比較的行いやすい地域と言うことができる。 

他方で、農機や加工機械等の生産設備に関しては、水産加工を除いては日本製品の知名度は低

い。そもそも生産設備は全体的に老朽化が深刻であることが指摘されているが、近年は行政の支

援等もあり、地元企業が投資事業を進めているとの報道が出るようになっており、設備や技術の

供給で日本企業に商機が生まれる可能性がある。 

 農業生産部門に関しては、農業・食品分野以外も含めた極東経済全体の問題として、ソ連崩壊

以降の人口流出とそれに伴う消費市場の縮小が足枷となっている。農業従事者の数は年々減少し

ており、農機等の設備の老朽化も深刻で、作物の刈り残しが生じることもある。 

 他方、ロシア極東は 1 億人もの人口を抱える中国東北三省(黒竜江省、吉林省、遼寧省)と

4,000km 近い国境を共有しており、極東の広大な農地は中国農民の関心を引き続けてきた。中国

農民は企業単位(ロシアの地方政府の許可を得て農地を賃借)または個人単位(ロシアの農場で雇用

される)でロシア極東にやってきて、穀物や大豆、野菜を栽培している。作物の一部はロシア国内

で、一部は中国で販売される。2010 年頃までは、中国農民がロシアで違法農薬を使用して農地

を疲弊させることや、無許可のビニールハウスで野菜の密栽培を行うことなどが社会問題となり、

中国農民の進出を警戒する声が強かった。しかし、近年はロシア当局の綱紀粛正が進んで違法農

民の取り締まりが進んだことや、ロ中の二国間地方政府が農業協力の連携を強化したことにより、

問題は後景化している。また、ウクライナ危機に関連してロシアがアジアシフトの姿勢を打ち出

して中国との友好ムードが高まった中、2015 年 5 月には両国の政府系ファンド及び黒竜江省政

府が農業分野の投資ファンド設立に関して合意するなど、極東の農業開発に向けたハイレベルで

の支援態勢が整備されつつある。隣接する黒竜江省とアムール州では、農作物の自由貿易ゾーン

を設置する可能性も検討されている。 

第２章 ロシアにおける二国間事業展開支援事業 
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表 2.1-1 ロシア極東の人口の推移 

  
1992.1.1 2013.1.1 

2014.1.1 

合計 都市部 農村部 

ロシア全体 148,514,692  143,347,059  143,666,931  106,548,716  37,118,215  

極東連邦管区 8,011,717  6,251,496  6,226,640  4,687,465  1,539,175  

  沿海地方 2,314,531  1,947,263  1,938,516  1,487,169  451,347  

  ハバロフスク地方 1,624,416  1,342,083  1,339,912  1,094,067  245,845  

  アムール州 1,048,649  816,910  811,274  544,396  266,878  

  サハ共和国 1,100,342  955,580  954,803  622,667  332,136  

  カムチャツカ地方 475,987  320,549  319,864  247,525  72,339  

  マガダン州 365,311  152,358  150,312  143,306  7,006  

  サハリン州 714,320  493,302  491,027  398,542  92,485  

  ユダヤ自治州 220,231  172,671  170,377  115,683  54,694  

  チュクチ自治管区 147,930  50,780  50,555  34,110  16,445  

出所：連邦統計庁、以下同  

 

表 2.1-2 ロシアの農地面積 

(2014 年 1 月、千 ha) 

  全面積 農地 

ロシア全体 1,709,800.0 220,200.0 

極東連邦管区 616,932.9 8,013.1 

  沿海地方 16,467.3 1,648.5 

  ハバロフスク地方 78,763.3 665.1 

  アムール州 36,190.8 2,733.7 

  サハ共和国 308,352.3 1,640.5 

  カムチャツカ地方 46,427.5 475.6 

  マガダン州 46,246.4 121.5 

  サハリン州 8,710.1 182.5 

  ユダヤ自治州 3,627.1 537.2 

  チュクチ自治管区 72,148.1 8.5 

 

表 2.1-3 極東の農業従者の事業形態 

(％、農業生産額に占める割合) 

 

農業組織 住民経営 個人農 

2005 2010 2013 2005 2010 2013 2005 2010 2013 

ロシア全体 80.6 77.1 74.5 1.1 1.0 0.9 18.3 21.9 24.6 

極東 21.3 24.7 26.3 67.4 59.0 58.3 11.3 16.3 15.4 

沿海地方 22.9 22.6 26.5 74.3 69.6 61.6 2.8 7.8 11.9 

ハバロフスク地方 48.4 56.8 54.8 50.3 41.0 41.9 1.4 2.2 3.2 

アムール州 15.8 20.4 19.4 80.9 75.3 75.7 3.2 4.3 4.9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2-3 

2.1.1 野菜の温室栽培 

 ロシアでは、野菜の温室栽培が復活の兆しを見せ始めていることが注目されている。極東の温

室栽培は、ソ連崩壊後の資金難やエネルギーコストの上昇等により 90 年代に壊滅的な打撃を受け

ていたが、国営ガスプロムの｢東方ガスプログラム｣(日米企業の参加により実現したサハリンプロ

ジェクトのガスや、東シベリアの新規鉱床のガスを、パイプラインで国内外に供給する構想)の枠

内でサハリンの安価なガスを温室の熱源に使用可能になったことや(ガスの価格は日本の 5 分の 1

とも言われる)、地方政府が温室事業に優遇措置を与えて支援したことなどにより、近年は息を吹

き返しつつある。 

ハバロフスクでは、2009 年までに市内の温室栽培企業が全て倒産していたが、2014 年秋に個

人農ブトコフ氏が新型設備による温室を始動させた。ブラゴヴェシチェンスクの温室栽培大手｢テ

プリチヌィ｣も、新たな投資家を得て年内に新型温室を始動させる計画である。 

また、2015 年 6 月にはハバロフスク市で、日揮及び北海道銀行による温室の建設が始まった

(面積は最大で 10ha、投資額は 20 億㍔(2015 年 6 月初めのレートで約 46 億円)以上、当初の栽

培品目はキュウリとトマト)。日揮の温室については、ハバロフスク地方に隣接するユダヤ自治州

政府も関心を示している。 

その他、日本の JFE エンジニアリングがオランダの Priva と協力して沿海地方に最新技術の

温室(面積は 5ha、投資額は 10 億㍔以上)を建設する意向を発表している。 

 

参考資料 1：ボストーク通信 1094 号(2015 年 5 月 25 日) 

【食品】沿海地方で JFE が温室建設を計画 

 昨年 6 月にロシア極東地域での温室栽培事業への参入を発表していた｢JFE エンジニアリング｣(本誌 1049 号

参照)が、沿海地方の温室建設に 10 億㍔超を投じる意向だ。5 月 18 日付で沿海地方政府が伝えた。 

 5 月 18 日、JFE エンジニアリングの岸本純幸相談役らが沿海地方を訪れ、同地方内に 5ha の温室を建設す

る計画を提案した。JFE エンジニアリングは技術提携先のオランダ Priva(プリバ)社の高度栽培制御システム

と、自社のエネルギー利用技術を組み合わせたスマートアグリシステムによる農業事業を進めている。 

 シドレンコ副知事は、輸入代替政策は優先課題であるとして、地方政府として大いに関心があると述べた。

また、沿海地方内だけでなく極東北部の住民に冬期に生鮮野菜を供給することも重要課題だと語った。同地方

には現在、冬用ガラス温室が 24ha、春用ビニール温室がおよそ 500ha あり、野菜の自給率は 33～35%である。 

 地方政府側は、温室建設用地の取得とロシア側パートナー企業探しに協力する意向を示し、アルチョム、ウ

スリースク、TOR｢ミハイロフスキー｣を建設用地の候補に挙げた。 

 また、同プロジェクトが連邦政府及び地方政府の支援を受けられる可能性もあると指摘した。その際には環

境への配慮や経済有益性などの要求基準を満たす必要がある。また、プロジェクトの主要目的は、住民に適正

価格で安全な食品を供給することであり、コストを抑えた価格競争力のある農産物を生産しなければならない

と指摘した。(5／18) 

 

アムール州では、昨年のルーブル下落により元高となり、中国産の輸入野菜が高くなったため、

地元産の野菜が相対的に価格競争力を増したとの声も出ている。 
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他方で、沿海地方では暖房費の値上がりによる温室栽培の衰退が懸念されている。沿海地方生

産物生産者労働組合のハキモフ議長は 2015 年 5 月、知事に支援を求める請願書を提出して記者

会見を開いた。ハキモフ氏によれば、アムール州では温室業者向けの熱価格は約 880 ㍔／Gcal

だが、沿海地方では 1720 ㍔／Gcal と不当に高い。沿海地方には、以前は｢ダリネヴォストーチノ

エ｣(面積 18ha、従業員数 400 人)、｢ラズールヌィ｣(6ha、140 人)、｢プリモーリエ｣(18ha)という

3 つの温室企業があったが、プリモーリエは 2011 年に赤字を理由に廃業した。当時のプリモーリ

エでは、温室野菜のコストに占める光熱費の割合は 70％で、政府からの補助金等はなかった。 

ハキモフ氏によれば、残り 2 社の温室では光熱費の割合は既に約 50％という危機的な水準に達

している。沿海地方の温室野菜の小売価格はアムール州の 2 倍余りだが、それでも収益性は低い。

沿海地方の熱価格は 7 月から 1963 ㍔／Gcal に値上げとなるので、このままでは沿海地方では温

室ビジネスは成り立たなくなるとハキモフ氏は訴えた。 

ハキモフ氏はさらに、現在も中国からの輸入野菜との厳しい競争があることを指摘し、将来的

に市場には中国野菜しか残らなくなる可能性があると述べた。また、沿海地方の農業企業｢ザレチ

ノエ｣のミシン代表取締役によれば、中国人農民を合法的に雇用している農場や、中国南部からの

輸入野菜を国産と偽って販売している業者の製品も、高い価格競争力を持っており、純粋な国産

業者にとっては厳しい環境だという。 

沿海地方では温室栽培の全盛期は 1980 年代であり、当時の温室面積は 4700ha、収益率は 70

～200％だった。現在、沿海地方政府は温室用設備の購入費を半額負担する補助金制度を実施して

いるが、建設費用は 1ha あたり約 9000 万㍔かかるので、半額でも資金を調達するのは難しいと

みられている。他方で中国系の業者では、板とフィルムで簡易式の安価なビニールハウスをつく

っている者もいるという。 

 

2.1.2 穀物・油糧作物生産、畜産業 

 穀物・油糧作物生産及び畜産業においては、極東では、数年前からアムール州で｢大豆クラスタ｣

の形成が進められていることが注目されている。同州はロシア最大の大豆の産地であり、大手生

産企業らが中心となって保管施設、搾油工場、レシチン工場等を増強・新設する計画が実現しつ

つある。同州では北海道銀行と北海道の農業企業らが、地元農場と提携して大豆やソバの試験栽

培を 2013 年から行っている。また、沿海地方では同地方農業アカデミーと新潟大学が提携し、

2014 年から大豆の試験栽培を行っている。外資の参入に関しては、沿海地方では以前から韓国の

現代重工業が地元農家を買収してトウモロコシや小麦の栽培(一部は韓国に輸出)を行っている。 

 さらに、2015 年 1 月には極東発展省が、極東住民に 1 人 1ha 以上の農地を無償提供する構想

を発表、来年からの実施に向けて法整備が始まった。この施策により、小規模な住民経営による

農業に対する関心が高まる可能性がある。 

 大手企業の動きとしては、ルスアグロの極東投資事業(穀物・大豆栽培、養豚)が政府の支持を取

り付けており、注目を集めている。その他、モスクワの投資会社｢スマ・グループ｣が株式 50％－

1 株を保有する国営｢統一穀物会社｣も、今後 2 年以内にアムール州、沿海地方、ハバロフスク地

方で大豆の栽培を開始し、その後トウモロコシ栽培も検討することを明らかにした。 



2-5 

 穀物の輸出に関しては、港湾経由での海上輸送ではロシア極東は未開発の状態となっている。

以前より、極東やシベリアの穀物は丸紅等の日本の商社の関心を引いているが、北米や豪州と比

較して港湾までの鉄道輸送料金が高いこと、出口となる港湾に穀物ターミナルがないために大規

模な積み出しができないことがネックとなっている。 

ただし、陸続きの中国へはトラックや鉄道による輸出が近年は伸びつつあり、2014 年 10 月か

ら 2015 年 9 月までには約 8 万 7000 ㌧のトウモロコシが輸出された(2013／14 年は約 4000 ㌧、

2012／13 年は約 7000 ㌧)。 

また、大豆に関しても、近年は同じく中国向けの輸出が伸びており、2014 年 9 月から 2015 年

8 月までに輸出全体(31 万㌧)のほぼ全量にあたる 30 万 9000 ㌧が中国に輸出されたが、これも陸

上輸送(アムール州ポヤルコヴォ～黒竜江省遜克間の検問所経由が多いと予測される)が主である

(中国以外向けも含む輸出量は 2011／12 年が 9 万㌧、2012／13 年が 9 万 7000 ㌧、2013／14 年

が 2 万 3000 ㌧)。 

こうした中、スマ・グループ(ウラジオストク海洋商業港を所有する極東の海運・物流大手フェ

スコの株主)が、沿海地方南部のザルビノ港に年間処理能力 1000 万㌧の穀物ターミナルを建設す

る計画を立てており、丸紅もこれに協力する意向を表明している。同港には他にもコンテナター

ミナルや Ro-Ro 船ターミナル等も建設される予定で、中国東北部・中国南部・ロシア沿海地方を

つなぐ巨大な物流ハブになると期待されている。 

その他、沿海地方ではメルシー・トレード等の地元の農場が韓国に穀物を輸出する動きを見せ

ている。 

 また、日本の商社イービストレードは、2014 年から沿海地方及びロシア西部の提携農場から、

ソバ粒の本格的な輸入を開始した。同社は数年にわたり現地農家に技術指導を行ってきた。ソバ

は中国の需要増加等により日本が調達先の拡大を図っている作物であり、ロシアからの輸入拡大

を目指す動きは、日本の市場関係者にも注目されている。 

 

参考資料 2：ボストーク通信 1099 号(2015 年 6 月 29 日) 

【食品】統一穀物会社が極東地域で大豆の栽培を計画 

 統一穀物会社がロシア極東地域で大豆等の農作物栽培を行う計画を発表した。6 月 24 日付でコメルサント紙

が伝えた。 

 今回の計画は、今年 5 月に取締役会、及び政府によって承認された同社の｢2020 年までの発展戦略｣の改訂版

で発表された。統一穀物会社は穀物の国家備蓄在庫の買付を行う国営会社で、株式の 50％＋1 株は連邦国家資

産管理局が、その他は投資会社スマ・グループが保有している。同社は 12 の穀物エレベータ(総容量 180 万㌧)

と 14 の加工工場(年間加工能力 120 万㌧)を運営し、また昨年は 100 万㌧の穀物(穀物輸出全体の 4％)を輸出し

た。 

 ロシア極東地域での農作物栽培のプロジェクトは 2 年以内に開始される。まずアムール州、沿海地方、ハバ

ロフスク地方で大豆の栽培が行われる予定であり、その後、トウモロコシ等の栽培が行われる可能性もあると

いう。播種面積は約 10 万 ha で、同社の所有地を使うか、あるいは土地を賃借するかについてはまだ検討中。

統一穀物会社は年間 20 万㌧の収穫を見込んでいる。生産された農作物は地元の加工業者により加工されるほ
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か、輸出も計画されている。 

 統一穀物会社は投資額を明らかにしていないが、専門家は約 35～60 億㍔であると推測する。今回発表され

た 2020 年までの発展戦略の資金は 520 億㍔で、昨年よりも 120 億㍔多い。増加分は農作物栽培への追加融資

に向けられる。 

 専門家は、今回の計画について疑問を呈する。これまでの世界の例をみると、インフラ整備を伴う農地開発

は成功させるのが難しい。また、極東地域は輸出ポテンシャルが低く、販売面で難がある。その他、極東地域

では大豆栽培に適した土地が限られており、10 万 ha の農地を確保することも困難だという。なお、現在沿海

地方の先進発展地区(TOR)｢ミハイロフスキー｣では、ルスアグロとユグ・ルーシが大豆の生産・加工事業を行

う意向を表明している。  

 今回の改訂版のその他の部分については、昨年承認されたものから大きな変更点はない。同社はノボシビル

スク・パン製品コンビナートの改修を行い、生産量を倍増(年間 600 万㌧)させる計画。また現在同社は年間処

理能力 50 万㌧のエイスク港湾エレベータ(クラスノダル地方)の株式 46％を保有しているが、売却することが決

定された。その他、極東地域では株主であるスマ・グループがザルビノ港に穀物ターミナルを建設する予定と

なっている。(6／24) 

 

 

2.1.3 水産業 

 水産業では、近年は極東の物流ハブの一つである沿海地方南部で開発の動きが見られる。極東

はロシアにおける最大の水産漁獲地だが、主な消費地であるモスクワやサンクトペテルブルク等

の人口集積地から遠く、輸送費がかかることもあり、水揚げされた水産物の多くは中国・韓国・

日本を中心とするアジア諸国に加工度の低い原料のまま輸出されている。 

日本の業者がウラジオストクでの寿司ネタ加工を検討するなど関心を示しているが、実現には

至っていない。また、ナホトカの加工業者が日本製のラインを導入してカニカマを製造している

表 2.1.2-1 極東で栽培されている主な穀物の生産量(2014 年、重量：千㌧、播種面積：千 ha、単収㌧／ha) 
穀物 

  

穀物全体 小麦 トウモロコシ コメ ソバ 

収量 面積 単収 収量 面積 単収 収量 面積 単収 収量 面積 単収 収量 面積 単収 

ロシア全体 103,836.1 45,705.1 2.41 58,994.0 25,001.0 2.50 11,090.7 2,686.4 4.34 1,047.1 196.7 5.36 661.7 1,007.8 0.93 

極東連邦管区 645.1 337.9 2.12 249.7 117.4 2.13 99.6 57.2 3.83 61.5 25.0 2.49 10.8 14.6 0.75 

  沿海地方 212.4 113.1 2.30 42.4 21.0 2.04 40.2 28.7 4.42 60.5 24.6 2.49 2.4 2.1 1.12 

  ハバロフスク地方 19.3 9.5 2.05 1.7 0.9 1.84 2.6 0.6 4.25 - - - 0.1 0.0 1.92 

  アムール州 384.3 194.4 2.11 202.7 93.3 2.17 52.6 26.7 3.47 - - - 8.2 12.3 0.68 

  サハ共和国 12.2 10.9 1.14 1.3 1.1 1.26 - - - - - - - - - 

  カムチャツカ地方 0.2 0.1 1.20 - - - - - - - - - - - - 

  ユダヤ自治州 16.7 9.9 1.69 1.6 1.1 1.40 4.2 1.2 3.63 1.0 0.4 2.70 0.1 0.2 0.88 
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例がある。日本製の加工機械はサハリン州やカムチャツカでも使用されている。 

国内供給のための輸送ハブはウラジオストク周辺の港湾だが、漁期にはシベリア鉄道への接続

がボトルネックとなり、鉄道輸送料も高騰する。 

また、日本の水産業者は、ウラジオストクの冷蔵庫はサービスの品質が悪いと評価しており(ロ

ットや温度管理が甘く、製品を補完すると紛失・品質劣化が起きる)、信頼していない。沿海地方

に水産貨物や国際取引を集めるには、物流インフラの整備が必要とみられている。 

 そのために計画されているのが、沿海地方のウラジオストク近郊に形成される可能性がある｢水

産クラスタ｣である。水産クラスタ創設の構想は、2013 年春にプーチン大統領が推進を指示して

動き出した。その後、2014 年 1 月に野村総合研究所モスクワ支店が沿海地方政府から構想開発

を受注し、DNIIMF(極東海洋船団科学研究・計画調査・設計工学研究所)とチンロ・センター(太

平洋水産海洋研究所)を交えた科学組織コンソーシアムを結成して作成、2014 年 12 月に発表し

た。 

 水産クラスタでは、合計で 1 日 220～550 ㌧の製品を生産可能な加工施設が開設され、冷蔵倉

庫や輸送インフラ並びに取引所が整備される予定。2028 年には、年間 200 万㌧の水産物がクラ

スタで取り扱われる見込みで(現在のロシア全体の漁獲量は年間 400 万㌧、うち極東は 250 万㌧)、

うち 100 万㌧は水揚げされたものがそのまま取引され、80 万㌧は卸向けなどに荷割され、20 万

㌧が加工に回されるという。これにより、極東では加工品の輸出と国内市場への供給が増えると

期待されている。野村総研によれば、必要な投資額は 392 億㍔、うち 94 億㍔が公的予算。中国、

日本、米国などのパートナーの参加が想定されている。 

水産クラスタ構想は当初より連邦政府の支持を得ているものの、財源や実施時期は未定で、一

部の業者が予定地の近くで独自の水産物流事業を開始するなど(2013 ～14 年に始動したアクア

レスルスィ社によるドライポート事業とウラジオストク海洋漁業港による水産物流ハブ事業)、実

現は不透明となっている。 

他方で、2016 年 1 月には連邦漁業局が、極東における 4 つの水産クラスタの創設に関する独自

のコンセプトを発表した。同コンセプトによれば、水産クラスタは沿海地方の他にもカムチャツ

カ、サハリン島、クリル諸島(千島列島)にそれぞれ創設され予定だが、同じく財源は未定。ただし、

極東に水産クラスタを創設すること自体はプーチン大統領の指示によると強調されている。 

 水産クラスタ構想の他にも、2015 年 6 月、ナホトカ海洋漁業港が中国・大連港と提携してナ

ホトカの水産物流ハブ化を目指す計画を発表した。また、極東の水産物流に関しては、カムチャ

ツカ地方のペトロパヴロフスク・カムチャツキー港をハブとする北極海航路を通じて、国内西部

及び欧州に水産物を輸送する構想も近年は議論されており、国内外の関心を呼んでいる。 

 水産業の漁獲・加工分野においては、近年はモスクワ資本の進出による資源の囲い込みが大き

な話題を呼んだ。すなわち、2012 年に中国の水産大手パシフィック・アンデスが沿海地方等の

複数の大手水産会社を財政的に支配下に置いていたことが問題視され、モスクワの富豪チムチェ

ンコ氏系列の水産会社｢ルースコエ・モーレ｣がこれらの水産会社を買収し、ロシアで最大のスケ

ソウダラ漁獲会社となった(スケソウダラはロシアで最も漁獲量が多い魚種で、その多くが中国に

輸出されている)。 
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表 2.1.4-1 新型特区｢先進発展地区｣の優遇税制 (％) 

  先進発展地区 通常 

法人税 * 0-10 20 

資産税 ** 0-0.5 2.2 

土地税 ** 0 1.5 

付加価値税 還付手続きが簡略化 18 

社会保険料 *** 7.6 30 

* 収益が出始めてから最初の 5年は 0～5％、次の 5年は 10％以上。 

** 各連邦構成主体の決定に応じて。 

*** 最初の 10年間。 

 

 また、中小ビジネスとしては、近年は沿海地方南部でホタテやナマコ等の高価な水産物の養殖

事業が構築されつつある。いずれも以前は天然物が正規または違法に漁獲されていたが、資源の

枯渇が懸念されていた。比較的大型の事業としては、現在は地元の水産大手｢プレオブラジェーニ

エ・トロール船団基地｣と水産研究機関が協力して養殖を行うようになっており、既に事業は商業

化され始めている。沿海地方政府では、ウラジオストクの TOR｢ルースキー島｣でも水産養殖拠点

の開設を検討しており、中国・大連の｢温連水産｣が入居してナマコやホタテの養殖を行い、中国

に輸出する意向を表明している。こうした事業により将来的には養殖水産物の漁獲量が増え、極

東の水産業における新たな分野になると期待されている(同様の動きはサハリンにもある)。 

 

2.1.4 新型特区「先進発展地区」 

 現在、ロシア極東の経済発

展を進める上で最も有力な

ツールになると期待されて

いるのは、新型特区｢先進発

展地区｣(TOR；Территория 

опережающего развития)

制度である。プーチン大統領

は以前から極東開発の必要

性を強調していたが、実際の

開発(資源輸出依存型経済か

らの脱却)は遅れている。こう

した中、2012 年のプーチン

氏大統領復帰に合わせて新たに｢極東発展省｣が創設され、2013 年秋にはその大臣が極東行政の

重鎮であったイシャエフ氏からモスクワの若手コンサルタントであるガルシカ氏に交代、極東の

大統領全権代表もイシャエフ氏からプーチン氏に近しいトルトネフ氏に代わった。トルトネフ＝

ガルシカのタンデム体制による極東開発では、アジ

アからの投資誘致、アジアへの加工品の輸出、経済

活動を促進するための迅速な制度作りに力点が置

かれている。そして、2013 年末の年次教書演説で

プーチン大統領が｢先進発展地区｣制度構想を提案、

1 年後の 2014 年末にはその基本法が成立した。 

 TOR では、アジア諸国の経済特区の条件を上回

る優遇措置の提供される予定であり、入居企業には

各種税率の大幅な低減、整備されたインフラ、行政

手続の簡略化、人材確保の支援等が提供される。 

400 以上の案件の中から候補地が絞り込まれ、

2016 年 2 月中旬現在、承認済みの地域は 13(この
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他に極東以外で 2)、このうち農業・食品産業に関連するものはハバロフスク地方の｢ハバロフスク｣

(温室栽培)、沿海地方の｢ザルビノ｣(穀物ターミナル)及び｢ミハイロフスカヤ｣(畜産、穀物・油糧種

子生産)、アムール州の｢ベロゴルスク｣(大豆栽培・加工)である。 

 この他、TOR の入居企業は製品や設備の搬入・保管・使用・再輸出に際して、輸入関税や各種

税が免除される｢自由関税ゾーン｣の規則を適用できる。 

 また、入居企業は外国人労働者を招聘枠を気にせず雇用することができる。さらに、施設建設

の許可文書取得の日数短縮、当局による検査の時間短縮(検査は極東発展省の同意がなければ当局

も実施できない)、政府の資金によるインフラ整備といった支援を受けることができる。 

 2015 年 7 月、TOR を極東だけでなくロシア全体のモノゴロド(不況で経済が落ち込んだ企業城

下町)にも適用する提案が具体化するなど、TOR の数は今後も増え続けると予想される。 

 

参考(2015 年 6 月時点の候補地)： 

 

  

表 2.1.4-2 
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ﾎﾟｸﾞﾗﾆﾁﾇｨ地区 

ﾊｻﾝ地区 

ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ都市管区 

ｱﾙﾁｮﾑ都市管区 ﾊﾟﾙﾁｻﾞﾝｽｷｰ地区 

ﾅｼﾞｪｼﾞｼﾞﾝｽｷｰ地区 

ｼｺﾄﾌｽｷｰ地区 

自由港対象エリア 15 区 

ﾊﾟﾙﾁｻﾞﾝｽｷｰ都市管区 

ｵｸﾁｬﾌﾞﾘｽｷｰ地区 

ｳｽﾘｰｽｷｰ都市管区 

ﾅﾎﾄｶ都市管区 

ﾎﾞﾘｼｮｲ・ｶﾒﾆ 

都市管区 

ｽﾊﾟｽｸ･ﾀﾞﾘﾆｰ都市管区 

ﾊﾝｶ地区 

ｵﾘｶﾞ地区 

ｻﾞﾙﾋﾞﾉ港 

ﾎﾟｼｴﾄ港 

ﾅﾎﾄｶ港 

税

制

優

遇 

  自由港 通常 

社会保険料 10 年間にわたり 7.6％ 30% 

法人税 5年間にわたり 5％以下、その後の 5年間は 10％以上 20% 

資産税 5 年間にわたり 0％ 2.2% 

土地税 5 年間にわたり 0％ 1.5% 

付加価値税 還付手続きが簡略化 18% 

輸出入関税 域内で消費・保管・加工する場合は 0％   

通関手続きのワンストップサービス化、検問所が 24 時間受付 

当局による各種検査の日数短縮、検査実施には極東発展省の同意が必要に 

建設の手続日数短縮 

運営会社が入居企業のオンブズマンとなり、訴訟時には支援 

短期滞在手続の緩和(入国時に 8 日間の短期ビザを交付) 

 

2.1.5 ウラジオストク自由港 

 その他、TOR と一部で条件が重複するが、沿海地方では｢ウラジオストク自由港｣制度が 2015

年 10 月に発足した。これはプ

ーチン大統領が 2014 年末に提

案した特区制度であり、ウラジ

オストクやナホトカ等の沿海地

方南部一帯の 15 自治体に自由

港のステータスを与え、一定の

条件を満たす域内の事業に対し

て、設備の輸入関税免除や法人

税の大幅な引き下げ等の優遇措

置を適用するというもの。 

制度の運用は、トルトネフ副

首相を議長、ガルシカ極東発展

相を副議長とし、各自治体や連

邦省庁の代表者らからなる｢監

査役会｣が監督し、そのもとで

自由港の｢運営会社｣が各入居

企業と協定を結ぶ形で行われ

る。 

自由港法の発効は2015年10

月 12 日、自由港制度のうち社

会保険料の減免は 2016 年 1 月

から、通関の新体制は 2016 年

10 月から実施される。短期ビ

ザの交付は同年 7 月からの模

様。 

自由港とは本来、港湾や市域

の一部を保税区域とし、物流の

集約や加工貿易の発展を促進

する特区制度で、香港、シンガポール、ルクセンブルクなど世界各地で様々な形で利用されてき

た。ロシアでは帝政時代にクリミアのフェオドシア、オデッサ(現ウクライナ)、バトゥミ(現ジョ

ージア)、シベリアのオビ川やエニセイ川の河口(北極圏)が自由港に指定されていた時期があり、

日本や中国との貿易で栄えたウラジオストクも建都間もない 1861年から 1909年までは自由港だ

った。 

 ウラジオストクはソビエト時代には太平洋艦隊の基地として長期間閉鎖都市だったが、自由港

制度により歴史のサイクルが一回りしたとみることもできる。ウラジオストクはソビエト末期に
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開放され、その後の混乱の 90 年代にはロシアからの独立運動が起きるなど、独立独歩の気風が強

い街として知られている。今回の自由港設置の年限は 70 年なので、2085 年までウラジオストク

とその周辺地域は、アジア諸国との貿易を志向する特区であり続けることになる。年限は延長も

短縮も可能だが、修正は連邦法レベルで行う必要があるので容易ではないという。 

 対象地域がウラジオストク市の外にも広がっていることについては(最終的にはスパスク・ダリ

ニー市とオリガ地区が加わり、合計 140 万人の人口を擁する 15 の自治体が対象地域となった)、

ウラジオストク港は岸壁の長さや水深に限界があり、大幅な拡張はできないため、ナホトカ、ザ

ルビノ、ポシエト等の周辺の港湾を含めていくうちに大きくなったとみることができる。 

トルトネフ副首相は 2015 年 7 月 15 日のプーチン大統領主宰の閣僚会議で、｢極東の知事たち

から同じような自由港をつくりたいという提案がいくつも出ている。確かに、沿海地方の港湾だ

けでなく、カムチャツカ、アナドゥイリ(チュクチ自治管区)、ペベク(同)、マガダン、ワニノなど

も再興する必要がある｣と述べ、新たな自由港創設の提案文書を作成する意向を表明した。 

 自由港制度では監査役会が大きな権限を持つ予定で、①自由港の経済状況のモニタリング、②

当局による不当な検査や圧力からの入居企業の保護、③国家機関と地方自治体の連携のコーディ

ネート、④入居企業が雇用できる外国人労働者の最大数の決定といった機能を果たす。 

 監査役会は多数決で意思を決定する合議制の組織であり、議長は極東担当の副首相(つまりトル

トネフ氏)が、副議長は極東担当の連邦執行機関のトップ(つまりガルシカ極東発展相)が務める。

その他、メンバーには沿海地方知事、同地方立法議会議長、対象自治体の首長、財務省や税関庁

等の省庁の次官、自由港運営会社の社長、沿海地方の労働組合や雇用者団体の代表者らが連なる。 

 自由港制度を利用する主体は、対象地域に登記された営利法人または個人事業主である。彼ら

は自由港の｢運営会社｣に申請書と事業計画書を提出し、審査に通れば同運営会社と協定を結び、

税制優遇等の恩恵を受けることが可能になる。運営会社を管理するのは極東発展省であり、同省

は前述の監査役会の方針に従って行動する。つまり、トルトネフ副首相や極東発展省の方針の枠

内で活動するならば、有利な条件でビジネスを行い、行政の特別な庇護も受けられる制度という

ことができる。 

2015 年 9 月 3～5 日にウラジオストクで開催される｢東方経済フォーラム｣で、プーチン大統

領が自由港制度や TOR を国内外に向けてプレゼンテーションした。 

 自由港制度の最初の入居者は、2015 年 10 月に開催された第 1 回監査役会会議で承認された。

承認されたのは中ロ合弁企業によるホテル事業(50 億㍔を投じて建設する予定)。12 月の第 2 回会

議では、さらに 8 企業が承認された(物流倉庫、サーキット場、水産冷蔵庫、照明機器製造、ジャ

ガイモの栽培と加工、廃タイヤ加工)。 

 同会議やその後のトルトネフ副首相の発言から、入居企業の認定を受けられる条件は概ね次の

ようにまとめることができる(2016 年 2 月現在)。①新規の事業であること、②ただし、既存事業

でも分社化すれば可能な場合があり、今後は既存事業も入居しやすくするために極東発展省が法

改正を促す意向、③3 年間で 500 万㍔以上の投資を行うこと、④小売、卸、金融、保険、石油・

天然ガスの採掘、物品税対象品目(酒・タバコ等)の製造、事務・管理(ただしリース業は除く)とい

った業種は不可。 
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2.1.6 沿海地方の農業 

 以下、2014 年 12 月に沿海地方農業局のブロンツ局長が発表した談話を基に、同地方の農業概

況をまとめる。 

 畜産分野では、近年はルスアグロやメルシー・トレードが大型の養豚事業を進めており、豚肉

生産の急速な拡大が近く始まる見込み。これら 2 社の事業以前にも、近年は養豚は着実に伸びて

いた。ただし、2014 年には口蹄疫の流行という惨事が起き、沿海地方政府も財政支援を行って対

応することを強いられた。同年の豚肉生産量は 8200 ㌧で、極東では最も多かった。豚の飼育数

は 2014 年末時点で 9 万 7000 頭だったが、前記大型事業がフル稼働すればその 10 倍に伸びる可

能性がある。その結果、年間の屠殺数は 110 万頭に達し、製品を輸出しなければ捌けなくなる状

態になる。 

 酪農では、2014 年にはグリーン・アグロ社が飼育数 1800 頭の酪農場を始動させた。同社は 2017

年までにさらに 2 棟、同様の施設を建設する予定。他にも、沿海地方では小規模な個人農が 19

件の酪農施設の建設を進めており、2020～21 年には沿海地方の牛乳の自給率は 70％まで引き上

げられる見込み。また、2014 年には沿海地方政府の資金援助を受け、659 頭の乳牛が購入された。 

養鶏も拡大を続けており、沿海地方では 2014年に 2万 7200

㌧の鶏肉と 2 億 5000 万個の鶏卵が生産された。地元メーカ

ー｢ミハイロフスキー・ブロイラー｣が投資を予定しているこ

ともあり(飼料工場と穀物倉庫を建設する)、数年後には沿海

地方の鳥肉の自給率は 85％に達するとみられている。 

 農作物生産分野では、2014 年には前年を上回る 11 万㌧

の穀物と 27万㌧の大豆が生産され、豊作と言える年だった。

特に大豆はソ連時代以来の豊作で、播種面積も前年比で 4

万 5000ha も増加した。 

 また、ジャガイモの生産量は前年比 40％増の 6 万㌧で、

住民経営も合わせれば 41 万㌧だった。野菜の生産量は前年

比 8000 ㌧増の 16 万 8000 ㌧だった。 

  

参考資料 3：ボストーク通信 1102 号(2015 年 7 月 21 日) 

【食品】沿海地方の畜産業が活性化 

沿海地方では畜産業の事業拡大の動きが目立ってきている。7 月 14 日付でゾロトイ・ログ紙が伝えた。 

 7 月 8 日、ウラジオストク空港にドイツから 165 頭の乳牛を乗せた特別便が到着した。購入したのは沿海地

方ウスリースクにある有限責任会社｢ラコフスコエ｣で、同社では 2 年前から酪農設備の近代化や自前の乳牛用

飼料倉庫の導入を進めてきた。今回の 165 頭は計画のごく一部で、今後 3 年間で乳牛を 1000 頭に増やし、年

間生乳生産量を 8000 ㌧まで増やすことを目指している。今回購入した牛は飼育し易く乳量も多いホルスタイ

ン種で、年産 1 万ℓも期待できるという。1 頭の価格はおよそ 30 万㍔ (7 月 9 日付 Vladnews.ru)。 

 沿海地方では、｢グリーン・アグロ｣が 1800 頭を飼育できる大規模酪農施設を建設済みで、2017 年までにハ

ンカ地区及びスパスキー地区に同様の施設を 3 つ建設する予定だという。ちなみに、同社は 2013 年に農業代

温室｢ラズールノエ｣のキュウリ栽培 
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表団の一員として来日し、食品関係の展示会に参加した。 

 その他、同地方では農業企業｢ミログラドフスコエ 1｣が 2 棟の施設を改修(2012 年に米国から牛 200 頭購入)、

｢クラスノレチェンスコエ｣と｢ノボリトフスコエ｣がそれぞれ新築施設(それぞれ牛 240 頭を飼育)を建設した。 

 1990 年代から 2000 年にかけて、ロシアの畜産業では設備更新の遅れなどの原因により生産性が低下し、飼

育頭数が大幅に減少した。沿海地方では減少に歯止めをかけようと 2005 年から対策に取り組み、2010 年によ

うやく飼育頭数の前年割れを止めた。沿海地方は、2017 年までに牛乳の生産量を 1.5 倍に引き上げるとの意向

を発表している。また、昨年には地方全体で高品種の豚 2000 頭以上、牛 650 頭以上をドイツから輸入した。 

 沿海地方農業食料局のボチカリョフ局長によれば、沿海地方では、国家支援がなければ 30 年かかる酪農業の

投資回収期間を国家支援により 7～10 年に短縮しようと試みている。2005 年当時、牛 1 頭の乳量は年間に最大

で 4400ℓだったが、現在は平均で 4800ℓになっているという。牛乳の生産量も、2 年前には 10 万 4000 ㌧だっ

たが、現在は 12 万㌧と順調に増加している。 

 一方、外国投資家の参入に関しては、ボチカリョフ局長は慎重な見方を示している。沿海地方の畜産業には

多くの外国投資家が積極的にアプローチしてきているが、同地方が必要としているのは、給与レベルの高い近

代的な職場であり、大量の外国人労働者を呼び込むような事業は望ましくないと指摘した。(7／9) 

 

 

参考資料 4：ボストーク通信 1100 号(2015 年 7 月 6 日) 

【食品】沿海地方、鶏肉、豚肉の完全自給達成の日も近い？：牛肉や野菜は苦戦 

 沿海地方では、ロシアの欧米産食料の輸入制限措置及び輸入代替化政策のおかげで畜産業が活性化。鶏肉や

豚肉などの自給率が上昇している。一方で、酪農製品や野菜など依然として外国や他地域の製品の市場占有率

が高いものもある。地元の農業関係者らが沿海地方の農業の現状について語った。6 月 30 日付でコンクレント

紙が伝えた。 

 沿海地方では、国の大規模な農業支援策により、養鶏業界や養豚業界では新興企業が急成長、生産量を増や

している。沿海地方統計局によれば、同地方では今年の 1～5 月で豚の頭数が 33.8％増え 12 万 4500 頭に達し

た。鶏は既に 450 万羽を超え、鶏肉の自給率は 100％に近い。｢ブッシュの足｣(食料不足のソ連に米国のブッシ

ュ政権が鶏のもも肉を提供したことからこう呼ばれた)しか食べられなかった 1990 年代初頭に比べれば隔世の

感がある。 

 農業企業｢アグロフロント P｣では毎月 1000 頭の豚を生産しており、同社製品は 1kg(生体)わずか 120～130

㍔。ドゥドニク代表取締役は、ナホトカ市での需給はほぼ満たしており、2～3 年のうちに沿海地方全体で豚肉

の完全自給が達成できると見ている。ただし、加工食品に関していえば問題は多いとのことだ。連邦統計庁に

よれば、ロシアでは(加工食品の)原料肉のうち 30％を輸入品に頼っているが、輸入制限の影響で供給不足とな

っている(極東税関局によれば、今年の第 1 四半期、豚の生肉、冷凍肉並びに冷蔵肉の輸入量は 3700 ㌧、肉及

びモツの供給量は全体で 9700 ㌧で、前年同期よりそれぞれ 6200 ㌧と 1 万 3300 ㌧減少)。その結果、加工品の

コストが高騰、加工業者の利益率は前年より低下した。 

 沿海地方の食料生産で最も問題が大きいのは牛肉だ。今年 1～5 月で牛の頭数は 3 万 2200 頭となったが増加

率はわずか 1.2%。それでも増加傾向となったのは 1990 年初頭以降、初めてのことだ。 

 ちなみに、沿海地方政府許認可・商業局によれば、昨年、同地方の食肉流通量全体のうち外国産は 70％、地
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元産は 5％、国内の他地域の産品は 25％だった。それが今年 2 月には、それぞれ 60％、5％、35％となった。 

 一方、酪農分野にも固有の問題がある。牛乳及び乳製品の地元市場では大体、地元産が 70％、それ以外の国

産が 28％、外国産が 2％を占めている。ただし、沿海地方産より他地域の国産品の方が品質の点では劣るが価

格が安く、流通網にも乗りやすいと沿海地方農産物生産者組合のハキモフ代表は指摘する。また、酪農の分野

は地元では兼業が多いが、その主因は資金難で、同分野への支援策の実施も大幅に遅れている。今年 1～5 月、

原料及びカッテージチーズの生産量は 20％増加したが、これは主に小規模な個人農の増産によるものである。

一方で、ヨーグルトや乳製品のデザートでは地元産の占有率が外国勢より高いと指摘する業界関係者もいる。 

 野菜生産も振るわない。沿海地方許認可・商業局によれば、キュウリ、トマト、ピーマンの供給不足分は中

国産などの輸入品がカバーしている。市場占有率でいえば外国産と地元産が半分ずつ分け合っている。禁輸対

象になっている野菜の数は、地元では 7％を下回り、スペイン産及びオランダ産の値段の高いジャガイモ、タ

マネギ、ニンジンが出回っている(果物にしても欧米産に取って代わったのはクラスノダル地方産、モルドバ産、

カザフスタン産だ)。 

 地元の温室栽培にしても、まもなく赤字経営になると前述のハキモフ氏は予想する。原因は熱料金の地域格

差であり、アムール州では連邦料率庁の定めた 880 ㍔／Gcal であるのに対し、沿海地方では 1962 ㍔／Gcal。

また、農業に関心を持つ若者が増えている今こそ、土地の供与政策が必要だとの指摘もある。(6／30) 

 

2.1.7 ハバロフスク地方の農業 

(1)作物栽培 

 2014 年の農作物の播種面積(全カテゴリー合計)は前年比 11％増の 8 万 3900ha。カテゴリー別

では、農業企業が同 10％増の 5 万 2600ha、個人農が同 42％増の 1 万 1700ha、住民経営が同 0％

増の 1 万 9400ha だった。全体として、2014 年は洪水に見舞われた前年よりも気象条件が良く、

農機の更新も進んだため、農作業はより組織的に行われた。 

 作物別では、2014 年には大豆の収穫量が前年比 85％増、2012 年比 109％増の 3 万 3700 ㌧と

大きく伸びた。これには、農機が更新されたことで収穫期間が 16 日短縮された(対 2012 年比)こ

とも寄与した。 

 また、早期穀物(麦類等)の収穫量も前年比 1005 増の 1 万 9200 ㌧と好調で、地元の酪農業者は

飼料用需要量を全量(1 万 1900 ㌧)、地方内で調達することができた。 

 ジャガイモの収穫量は 28 万 500 ㌧で、前年の水準を 5％上回り、2012 年の水準とほぼ同様だ

った。 

 ハバロフスク地方では温室栽培が復活しつつある。コムソモリスク・ナ・アムーレ市では面積

1800 ㎡、周年稼動の温室｢ヴォストーク｣(http://agrovostokdv.ru/)が 2 年目の操業を迎えた。2016

年には 4000 ㎡の 2 号棟が完成する予定となっている。 

 また、2014 年秋には個人農ブトコフ氏がハバロフスク市で、周年稼動の温室の第 1 期(1400 ㎡)

を始動させた。これは最新技術を用いた温室であり、年間 60kg／㎡もの単収になると見込まれて

いる。2015 年には第 2 期(1100 ㎡)が、2017 年には第 3 期が完成し、最終的には 1ha の温室で年

間 600 ㌧以上の野菜が栽培される計画となっている。 

 その他、ハバロフスク地方では災害対策として農業保険の活用を推進しており、2014 年には国

http://agrovostokdv.ru/
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の補助金を受けて 5940ha の農地が付保された。 

 

(2)畜産 

 2014 年の牛乳生産量は推計 4 万 4200 ㌧で、うち 2 万 3800 ㌧が農業企業による生産だった。

乳牛 1 頭当たりの生産量は前年比 8.1％増の 3567kg だった。 

 卵の生産量は前年比 2％増の 3 億 1100 万個で、うち 2 億 9050 万個(同 2％増)が農業企業によ

る生産だった。 

 雌鶏 1 羽当たりの生産量は前年比 0.3％減の 301 個だった。 

 畜肉の生産量は 3 万 2500 ㌧(前年と同量)で、うち 1 万 7100 ㌧が農業企業による生産だった。 

 2015 年 1 月 1 日時点の飼育数は、牛が 2 万 2100 頭(うち牝牛は 1 万 600 等)、豚は 5 万 5300

頭(うち農業企業は 4 万 1000 頭)、家禽は 188 万 4900 羽(うち農業企業は 175 万 9000 羽)だった。 

 

(3)投資活動 

 2014 年の主な投資案件は以下の通り。 

 ・10 月にラゾ地区で酪農複合施設(収容能力 480 頭)が始動。事業主は公開型株式会社｢ホルス

コエ｣。投資額は約 2 億 9000 万㍔。牛乳の生産能力は 1 日 20 ㌧。 

 ・養鶏場｢ハバロフスキー・ブロイラー｣が、近代化事業の一環としてヒヨコの自動屠殺・加工

ライン(処理能力 4000 羽／時間)を 6000 万㍔を投じて設置。 

 ・公開型株式会社｢アグロエネルゴ｣が養豚場の近代化事業(屠殺ライン、ソーセージ・半製品ラ

イン、暖房・給餌設備の改修等)を継続。現在は 5700 万㍔を投じて育種工場のガス化工事が進め

られている。 

 ・個人農ブトコフ氏の温室が始動、製品の出荷が開始。 

 

(4)小規模個人農の育成支援 

 ハバロフスク地方政府は、初心者の個人農を支援す

る事業を進めている。具体的には、そうした個人農に

対して最大 150 万㍔の事業支援金と最大 25 万㍔の生

活補助金を拠出している。 

 2012～14 年の間に、47 人の個人農がこの補助金制

度を利用した。結果、10 軒の畜産施設と 3 軒の温室が

建設され、89 台の農機と 443 匹の家畜(牛 74 頭、

豚 91 頭、羊・山羊 168 頭、馬 40 頭、兎 70 羽)、

133 ㌧の大豆とジャガイモの優良種子、20 ㌧の無機肥料が購入され、70 人の雇用が生まれた。ま

た、播種面積が 8200ha 増加した。 

 補助金の申請件数は年々増加しており、競争率が上がっている。2015 年には 35 人の個人農が

申請すると予想されていた。 

 

新設されたホルスコエ社の畜産施設 

 


